
山武市新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金対象事業の実施結果一覧表　（令和２年度実施計画分）

Ｎｏ 交付対象事業の名称 事業概要（目的・効果）
事業概要

（交付金を充当する経費内容）
実施結果

実績額
（総事業費）

交付金充当額 事業の効果
事業の対象

（交付対象者、対象施設等）
事業実施

年度

1 消防団運営事業
消防団活動における感染予防対策として、マスク等
を購入します。

マスクや消毒液などの購入にかかる費用を交
付対象経費とします。

消防団員用のマスクや消毒液、保存箱を購入し、機
庫等に配置しました。

1,246,850 1,246,850
消防団活動における集団発生を予
防しました。

消防団 R2年度

2 防災用備蓄物資整備事業
避難所での衛生環境を保つため、消毒液等の資材
を備蓄します。

マスク、消毒液、体温計、屋内テントや簡易ベッ
ト等の購入費用を交付対象経費とします。 

避難所用のマスク、消毒液、防護ガウンや、隔離用テ
ント、簡易ベットなどを購入しました。

13,075,116 13,075,116
避難所における集団発生を予防しま
した。今後の災害発生時に備えま
す。

避難所  R2年度

3
障害者施設新型コロナ感染予防物品
供給事業

障害者福祉サービス等事業所の感染症拡大防止対
策に必要なマスク等を提供し、施設の運営を支援し
ます。 

マスクや消毒液などの購入にかかる費用を交
付対象経費とします。

マスクや消毒液を購入し、市内障害者福祉サービス
等事業所に配布しました。

395,900 395,900
市内事業所における集団発生を予
防しました。

市内障害者施設 R2年度

4 ひとり親世帯応援給付金支給事業
就業環境変化の影響を受けやすい児童扶養手当受
給者の生活を支援 するため、一世帯あたり２万円を
給付します。

ひとり親世帯応援給付金の給付にかかる費用
を交付対象経費とします。

ひとり親世帯応援給付金（1世帯あたり2万円）を350
世帯に給付しました。

7,077,578 7,077,578
ひとり親世帯の経済的負担が軽減さ
れました。

児童扶養手当受給者 R2年度

5 子育て世帯応援給付金支給事業
子育て世帯への臨時特別給付金受給者に一人あた
り１万円を上乗せ支給し、生活を支援 します。

子育て世帯応援給付金の給付にかかる費用を
交付対象経費とします。

子育て世帯応援給付金（1人あたり1万円）を4769人分
給付しました。

47,690,000 47,690,000
子育て世帯の経済的負担が軽減さ
れました。

臨時特別交付金受給対象者 R2年度

6 こども園園児健康安全管理事業
こども園や保育園における感染予防対策として、マス
ク等を購入します。

マスクや消毒液などの購入にかかる費用を交
付対象経費とします。

マスク、消毒液、体温計、パーテーションなどの購入
や、換気環境整備工事、消毒作業などの感染症対策
を実施しました。

11,161,818 4,789,000
こども園等における集団発生を予防
しました。

市立こども園、私立保育園 R2年度

7 幼稚園園児健康安全管理事業
幼稚園における感染予防対策として、マスク等を購
入します。

マスクや消毒液などの購入にかかる費用を交
付対象経費とします。

マスク、消毒液、パーテーションなどの購入や、換気
環境整備工事などの感染症対策を実施しました。

694,486 489,000
幼稚園における集団発生を予防しま
した。

市立幼稚園 R2年度

8
介護事業所新型コロナ感染予防物品
供給事業

特別養護老人ホームなどの介護事業所等の感染症
拡大防止対策に必要なマスク等を提供し、施設の運
営を支援します。 

マスクや消毒液などの購入にかかる費用を交
付対象経費とします。

マスクや手袋、消毒液などを購入し、市内介護サービ
ス等事業所に配布しました。

4,282,840 3,673,840
配布した物品が活用され、感染予防
に役立ちました。

特別養護老人ホーム等の介護事業者 R2年度

9 妊婦支援給付金支給事業
産前産後の感染症予防対策費用として、妊婦に１０
万円を支給し、生活を支援 します。

妊婦支援給付金の支給に係る費用を交付対象
経費とします。 

妊婦支援給付金（妊婦一人10万円）を111人に給付し
ました。

11,134,314 11,134,314
妊婦の感染症対策費用として活用さ
れるなど、経済的負担を軽減しまし
た。

特別定額給付金の対象とならない基準日
以降に出産予定の市内在住の妊婦  

R2年度

10 感染症対策事業
市民への感染拡大を抑制するため、感染症対策に
かかる広報や、マスクなど不足する必需物品の供給
を行います。 

マスク、消毒液、体温計、布マスクの作成や啓
発チラシの配布費用を交付対象経費とします。 

施設等への布マスクの無料配布や、感染予防啓発チ
ラシを新聞折込みで配布するなど、予防対策を講じま
した。

6,037,744 1,646,744
配布した感染予防物品の活用や、
正しい予防対策知識の周知が、感
染予防に役立ちました。

市内の福祉施設、こども園、小中学生
など

R2年度

11 中小企業緊急支援給付金支給事業
休業等による影響を受けた中小企業等に、売上減少
率に応じて５万円から１５万円を給付し、事業継続を
支援 します。

中小企業緊急支援給付金の支給にかかる費用
を交付対象経費とします。

市内中小企業等事業者532件に給付金総額で7100万
円を支給しました。

71,304,963 71,304,963
市内事業者等の事業継続の一助と
なりました。

市内中小企業又は小規模事業者 R2年度

12 通学バス増便事業
通学バスの運行台数を増やすことで、乗車定員を減
らして車内の密集を回避し、感染拡大を予防します。

通学バスの増車にかかる費用を交付対象経費
とします。 

松尾小学校の通学バスの運行台数を増加し、乗車時
の密集を防止しました。

11,682,000 11,682,000
通学バス内における感染拡大を予
防し、児童の安全を確保しました。

市立小学校 R2年度

15 小学校感染症予防対策事業
市内小学校における感染症対策を実施し、児童等の
感染を予防します。

消毒液、体温計などの購入や校内の消毒作業
にかかる費用を交付対象経費とします。 

市内小学校１校の消毒作業を実施しました。（なお、
消毒液や体温計の購入は、他の国補助事業の対象と
なりました。）

476,850 476,850
二次感染を予防し、児童が安心して
修学できる環境を整えました。

市立小学校 R2年度

16 中学校感染症予防対策事業
市内中学校における感染症対策を実施し、生徒等の
感染を予防します。

消毒液、体温計などの購入にかかる費用を交
付対象経費とします。

この事業としては、実施しませんでした。（消毒液や体
温計の購入は、他の国補助事業の対象となりまし
た。）

0 0 ― 市立中学校 R2年度

17 図書館感染症予防対策事業
図書館における感染症対策を実施し、来館者等の感
染を予防します。

消毒液や体温計などの購入費用を交付対象経
費とします。

消毒液やパーテーション、サーモグラフィカメラなどを
購入し、各館で使用しました。

2,171,788 1,880,000
図書館内における感染拡大を予防
し、来館者の安全を確保しました。

市立図書館 R2年度

18 成東文化会館施設管理事業
成東文化会館における感染症対策を実施し、来館者
等の感染を予防します。

体温計などの購入費用を交付対象経費としま
す。

非接触型体温計を購入し、入館や受付の際に使用し
ました。

54,054 54,054
文化会館内における感染拡大を予
防し、来館者の安全を確保しました。

成東文化会館、さんぶの森文化ホール R2年度

19 庁舎感染症対策環境整備事業
市役所庁舎の感染症対策を実施し来庁者及び職員
の感染を予防します。

飛沫防止パーテーションや消毒液などの購入費
用を交付対象経費とします。

窓口用飛沫防止パーテーション、消毒液、非接触型
体温計を購入し、市役所窓口などで使用しました。

2,336,320 2,336,320
庁舎内における感染拡大を予防し、
来庁者の安全を確保しました。

市役所本庁舎など R2年度

20
公共交通事業者緊急支援給付金支給
事業

市内バス・タクシー事業者の感染症対策費用に給付
金を支給することで、事業継続を支援し、地域公共
交通を保持します。 

公共交通事業者緊急支援給付金の支給に要す
る費用を交付対象経費とします。

マスクや消毒液、空気清浄機の購入などの感染症対
策、運行体制維持のため、バス・タクシー事業者４社
に支援金を給付しました。

9,683,499 9,683,499
利用者の安全確保、運行事業者へ
の経営支援により、市民の移動手段
を確保しました。

市内バス事業者、市内タクシー事業者 R2年度

21
基幹バス・乗合タクシー運行支援給
付金支給事業

基幹バス・乗合タクシーの運営事業者の感染症対策
費用に給付金を支給することで、事業継続を支援し、
地域公共交通を保持します。

基幹バス・乗合タクシー運行支援給付金の支給
に要する費用を交付対象経費とします。

地域公共交通活性化協議会に、運行体制維持のた
めの緊急支援金、非接触ＩＣ機器設置にかかる補助
金を給付しました。

11,698,219 11,698,219
利用者の安全確保、運行事業者へ
の経営支援により、市民の移動手段
を確保しました。

山武市地域公共交通活性化協議会 R2年度

22 さんむの魅力発信事業
地方で働く・楽しむライフスタイルへの関心が高まっ
ていることから、山武市の魅力発信プロモーションを
実施し、移住促進を図ります。

ＰＲ動画制作や、電車内広告、ラジオ番組放送
にかかる費用を交付対象経費とします。

市のPR動画を市YouTube、東京メトロ車内デジタルサ
イネージで公開し、また、AMラジオ放送でPR番組を
制作放送しました。

8,052,000 8,052,000
電車内広告とラジオ放送を同時期に
実施し、都内在住・通勤者に市の魅
力をＰＲしました。

都内在住の移住検討者等
R2年度～
R3年度

23
確定申告会場感染症対策環境整備事
業

確定申告会場における感染症対策を実施し、来庁者
及び職員の感染を予防します。

飛沫防止パーテーションや消毒液などの購入費
用を交付対象経費とします。

飛沫防止パーテーション、消毒液、非接触型体温計を
購入し、申告会場等で使用しました。

286,495 286,495
確定申告相談会場内における感染
拡大を予防し、来場者の安全を確保
しました。

市役所内及び出張会場 R2年度

24 口座振替受付端末設置事業
納税等の口座振替を推進し、市民との接触機会を減
ずることで感染症拡大予防を図ります。

口座振替受付端末の設置費用を交付対象経費
とします。

市窓口で口座振替手続きができる受付端末を購入
し、庁舎及び各出張所窓口で使用しました。

720,802 720,802
市役所や金融機関等への外出機会
を減じ、三密の回避により、感染のリ
スクを減じました。

市役所窓口及び来庁者 R2年度

25
障害福祉サービス事業所等感染症対
策支援給付金支給事業

障害者福祉サービス等事業所が第２波に備えるため
の感染症対策費用として20～40万円を支給し、感染
拡大予防を支援します。 

障害福祉サービス事業所等感染症対策支援給
付金の支給に要する費用を交付対象経費とし
ます。 

感染症対策費用の支援給付金として、事業規模に応
じて、40万円又は20万円を市内11事業所に支給しま
した。

2,401,680 2,401,680
障害福祉サービス事業所における
感染拡大を予防し、利用者の安全を
確保しました。

市内障害者福祉サービス等事業所  R2年度

26
介護事業所感染症対策支援給付金支
給事業

市内高齢者福祉サービス法人が第２波に備えるため
の感染症対策費用として20～40万円を支給し、感染
拡大予防を支援します。 

介護事業所感染症対策支援給付金の支給に要
する費用を交付対象経費とします。 

感染症対策費用の支援給付金として、事業規模に応
じて、40万円又は20万円を市内38事業所に支給しま
した。

9,400,000 9,400,000
介護事業所における感染拡大を予
防し、利用者の安全を確保しました。

市内介護事業所運営法人  R2年度

27
医療機関感染症対策支援給付金支給
事業

市内医療機関に支援金を支給し、院内感染防止対
策や医療提供継続を支援します。

医療機関感染症対策支援給付金の支給に要す
る費用を交付対象経費とします。

感染症対策費用の支援給付金として、さんむ医療セ
ンターに1500万円、市内開業医42施設に20万円を支
給しました。

23,403,192 23,403,192
院内感染予防の徹底、医療提供の
継続支援により、利用者の安全、安
心を確保しました。

さんむ医療センター、市内開業医 R2年度
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28
オライはすぬま感染症対策環境整備
事業

道の駅オライはすぬまにおける感染症対策を実施
し、利用者の感染を予防します。

道の駅オライはすぬまの３蜜対策改修工事や
サーモグラフィーの購入に要する費用を交付対
象経費とします。

換気機能向上のための改修を実施、体温測定のサー
モグラフィを購入、設置しました。

2,043,360 2,043,360
道の駅における感染拡大を予防し、
利用者の安全、安心を確保しまし
た。

道の駅オライはすぬま R2年度

29
Welcome to さんむ観光キャンペー

ン事業

千葉県の観光キャンペーンへの上乗せや、リピー
ターを確保するためのプロモーションを実施して、観
光客等来訪者の増加を図ります。

上乗せ補助金に係る費用や、メディア広告に係
る費用を交付対象経費とします。

宿泊者向けプレゼントキャンペーンに参加した市内10
の観光事業者の事業者負担分にかかる費用を助成
し、FMラジオ広告を実施しました。

3,892,000 3,892,000
市内に観光客を誘致し、観光業等市
内事業者の事業継続支援となりまし
た。

NPO法人山武市観光協会 R2年度

30 移動販売設備導入費補助事業
ウィズコロナの新しい経営スタイルとして、移動販売
設備を導入する費用を補助することで、地域経済の
活性化を図ります。 

移動販売設備導入費用の1/2の額（上限100万
円）の補助金にかかる費用を交付対象経費とし
ます。

移動販売設備を導入した市内８事業者に補助金を交
付しました。

6,961,039 6,961,039
市内事業者の事業継続を支援し、今
後の地域イベント出店による賑わい
創出に繋がります。

営業許可を有する市内の飲食業者等 
R2年度～
R3年度

31 プレミアム付き商品券事業
購入額にプレミアム分を上乗せした市独自の商品券
を発行し、地域経済再生のきっかけを創出します。

13,000円分の商品券を1万円で販売し、そのプ
レミアム分と事務費を交付対象経費とします。

商品券50,616部を販売し、利用率は99.7％でした。 168,756,071 168,756,071
約6億5千600万円が地域で消費さ
れ、市内事業者の事業継続を支援し
ました。

市民、市内事業者など  R2年度

32 市内事業者感染症対策費補助事業
市内事業者が第２波に備えるための感染症対策費
用として上限20万円を補助し、また、対策済み認知
ステッカーを配布して、事業継続を支援します。 

市内事業者感染症対策補助金の支給や、ス
テッカーの作成配布に要する費用を交付対象
経費とします。

市内の162の事業者に、合計1,912万6千円の感染症
対策補助金を支給しました。

19,328,646 19,328,646
市内事業者の事業継続を支援し、商
店等利用者の安全を確保しました。

市内事業者  R2年度

33 サテライトオフィス整備費補助事業
サテライトオフィスの開設に必要な費用の一部を補
助することで、 新たな働き方を促進し、地域経済の活
性化を図ります。

サテライトオフィス改修等費用の2/3（上限100万
円）に対する補助金の支給にかかる費用を交付
対象経費とします。 

誘致用PR動画を制作し、JR東京駅及び品川駅構内
のデジタルサイネージで広告しましたが、オフィス開設
の補助申請はありませんでした。

695,200 695,200
PR動画は企業誘致用として、また、
撮影素材を再編集して、市の魅力
PR動画として活用します。

新たに市内に開設する市外事業者  R2年度

34 学校施設環境改善交付金
湿式の床や和式便器を感染リスクの低い洋式便器
に改修して、学校の衛生環境を改善し、感染予防を
図ります。 

小学校及び中学校トイレ改修工事にかかる費
用を交付対象経費とします。 

№35、№36の小中学校トイレ環境整備事業のうち国
庫補助対象部分です。鳴浜小、成東中、成東東中の
トイレ改修を行いました。

35,053,000 23,016,000
飛沫防止、抗菌加工や非接触式導
入などの感染症対策強化により、感
染拡大を予防しました。

市立鳴浜小学校、成東中学校、成東東中
学校  

R2年度～
R3年度

35 小学校トイレ環境整備事業
市立小学校の和式便器を感染リスクの低い洋式便
器に改修 して、学校の衛生環境を改善し、感染予防
を図ります。

小学校トイレ改修工事等費用のうち学校施設環
境改善交付金を超える部分の費用を交付対象
経費とします。 

鳴浜小学校及び成東小学校のトイレの洋式化などの
改修工事を行いました。

7,927,540 7,093,156
飛沫防止、抗菌加工や非接触式導
入などの感染症対策強化により、感
染拡大を予防しました。

市立鳴浜小学校、成東小学校
R2年度～
R3年度

36 中学校トイレ環境整備事業
市立中学校の和式便器を感染リスクの低い洋式便
器に改修 して、学校の衛生環境を改善し、感染予防
を図ります。

中学校トイレ改修工事等費用のうち学校施設環
境改善交付金を超える部分の費用を交付対象
経費とします。

成東中学校、成東東中学校及び松尾中学校のトイレ
の洋式化などの改修工事を行いました。

29,237,656 29,237,656
飛沫防止、抗菌加工や非接触式導
入などの感染症対策強化により、感
染拡大を予防しました。

市立成東中学校、成東東中学校、松尾中
学校

R2年度～
R3年度

37
学校保健特別対策事業費補助金（小
学校分）

各小学校の学校再開に際して、新たな試みを実施す
るなど感染症対策を徹底し、安全な学習環境の確保
を図ります。 

備品購入などの費用のうち市負担分（国補助
1/2の残）を交付対象経費とします。

各小学校において、消毒液、石鹸、マスク、手袋、
パーテーション、体温計などの購入や、消毒作業を行
いました。

19,906,009 9,953,009
各校の環境に応じた感染症対策を
実施し、感染対策を習慣づけ、集団
感染を予防しました。

市内小学校 R2年度

38
学校保健特別対策事業費補助金（中
学校分）

各中学校の学校再開に際して、新たな試みを実施す
るなど感染症対策を徹底し、安全な学習環境の確保
を図ります。 

備品購入などの費用のうち市負担分（国補助
1/2の残）を交付対象経費とします。

各中学校において、消毒液、石鹸、マスク、手袋、
パーテーション、体温計などの購入や、消毒作業を行
いました。

8,200,858 4,100,858
各校の環境に応じた感染症対策を
実施し、感染対策を習慣づけ、集団
感染を予防しました。

市内中学校 R2年度

39 小学校感染症対策環境整備事業
小学校における感染症対策として実施する換気にか
かる備品等を購入し、児童の安全、健康の確保を図
ります。 

特別教室等に設置する冷房機器及び暖房機器
の購入に係る費用を交付対象経費とします。

各小学校において、スポットクーラーや暖房器具を購
入し、換気による教室内の室温調整に利用しました。

4,312,000 4,312,000
教室の換気による感染症対策を強
化し、集団感染を予防しました。

特別教室に冷暖房未設置の市立小学校  R2年度

40 中学校感染症対策環境整備事業
中学校における感染症対策として実施する換気にか
かる備品等を購入し、児童の安全、健康の確保を図
ります。 

特別教室等に設置する冷房機器及び暖房機器
の購入に係る費用を交付対象経費とします。

各中学校において、スポットクーラーや暖房器具を購
入し、換気による教室内の室温調整に利用しました。

2,156,000 2,156,000
教室の換気による感染症対策を強
化し、集団感染を予防しました。

特別教室に冷暖房未設置の市立中学校  R2年度

41 公立学校情報機器整備費補助金
小中学校の遠隔学習機能を強化し、臨時休業期間
における児童生徒の学びの環境を整えます。

教師用のカメラやマイクなど学校からの遠隔学
習に要する機器の購入にかかる費用のうち市
負担分を交付対象経費とします。

各小中学校での遠隔学習に必要な教職員用Webカメ
ラを購入しました。

541,365 271,365
ＩＣＴの活用による子どもたちの学び
を保証できる環境を整備しました。

市内小中学校  R2年度

43 小学校情報機器整備事業
小学校の情報教育環境の整備により、小学校におけ
るGIGAスクール構想の実現を図ります。

児童用、指導者用端末や充電保管庫など、市
内小学校の情報教育備品等の整備に係る費用
を交付対象経費とします。 

各小学校における一人１台端末やその充電保管庫な
どの情報教育備品を購入、整備しました。

194,570,928 73,188,036
ＩＣＴの活用による子どもたちの学び
を保証できる環境を整備しました。

市内小学校　 R2年度

44 中学校情報機器整備事業
中学校の情報教育環境の整備により、中学校におけ
るGIGAスクール構想の実現を図ります。

生徒用、指導者用端末や充電保管庫など、市
内中学校の情報教育備品等の整備に係る費用
を交付対象経費とします。 

各中学校における一人２台端末やその充電保管庫な
どの情報教育備品を購入、整備しました。

97,707,712 36,752,847
ＩＣＴの活用による子どもたちの学び
を保証できる環境を整備しました。

市内中学校 R2年度

45
小学校修学旅行等キャンセル料補助
事業

市立小学校における修学旅行等の中止に伴うキャン
セル料等を補助し、保護者の負担を軽減します。

キャンセル料等補助金事業に係る費用を交付
対象経費とします。

小学校における修学旅行等の中止に伴うキャンセル
料を補助しました。

232,850 232,850
保護者の経済的負担を軽減しまし
た。

市立小学校 R2年度

46
中学校修学旅行等キャンセル料補助
事業

市立中学校における修学旅行等の中止に伴うキャン
セル料等を補助し、保護者の負担を軽減します。

キャンセル料等補助金事業に係る費用を交
付対象経費とします。

中学校における修学旅行等の中止に伴うキャンセル
料を補助しました。

2,198,479 2,198,479
保護者の経済的負担を軽減しまし
た。

市立中学校  R2年度

47 生涯学習活動感染症予防対策事業
生涯学習の推進に係る事業における感染症対策を
実施し、参加者等の感染を予防します。 

フェイスシールド、消毒液等の購入費用を交付
対象経費とします。

フェイスシールド、マスク、消毒液等を購入しました。 71,009 71,009
成人式準備等の生涯学習事業にお
ける感染拡大を予防し、参加者の安
全を確保しました。

成人式、親業訓練、家庭教育学級など  R2年度

48 松尾公民館施設管理事業
松尾公民館における感染症対策を実施し、来館者等
の感染を予防します。

フェイスシールド、消毒液等の購入費用を交付
対象経費とします。

消毒液やパーテーション、非接触型体温計を購入し、
公民館で使用しました。

246,439 246,439
公民館における感染拡大を予防し、
利用者の安全を確保しました。

松尾公民館 R2年度

49 成東中央公民館感染症予防対策事業
成東中央公民館における感染症対策を実施し、来館
者等の感染を予防します。

消毒液等の購入費用を交付対象経費とします。
消毒液やペーパータオル等を購入し、公民館で使用
しました。

95,975 95,975
公民館における感染拡大を予防し、
利用者の安全を確保しました。

成東中央公民館 R2年度

50
こども園感染症対策施設管理運営事
業

市立こども園における感染症対策を実施し、園児等
の安全を確保します。

感染症対策により使用量の増加が見込まれる
電気、ガス、水道、電話料金の増加分を交付対
象経費とします。

各こども園での手洗いや換気、臨時休園などの感染
症対策により増加した電気、ガス、水道、電話使用料
の財源としました。

934,293 934,293
適切な感染拡大予防対策の推進に
より、園児等の安全を確保しました。

市立こども園 R2年度

51
さんむ医療センター経営支援給付金
事業

地域の発熱外来を担う独立行政法人さんむ医療セン
ターにおける病院職員の離職対策等の支援を目的と
して、給付金を給付します。

さんむ医療センターに対する経営支援給付金に
要する費用を交付対象経費とします。

さんむ医療センターへ経営支援給付金として、1,500
万円を給付しました。

150,000,000 150,000,000
発熱外来医療体制の維持にかかる
経費に充てられました。

独立行政法人さんむ医療センター R2年度

52
成東保健福祉センター施設感染症対
策環境整備事業

成東保健福祉センターにおける感染症対策を実施
し、来庁者等の安全を確保します。

感染症対策の換気により使用量の増加が見込
まれる空調のガス料金の増加分を交付対象経
費とします。

成東保健福祉センターでの換気の徹底により、増加し
た空調用ガス使用料の財源としました。

188,651 188,651
適切な感染拡大予防対策の推進に
より、利用者等の安全を確保しまし
た。

成東保健福祉センター R2年度

53
さんぶの森元気館運営協力等支援金
給付事業

さんぶの森元気館において、臨時休館や環境整備に
よる感染症対策を実施し、利用者等の感染を予防し
ます。

感染対策整備及び臨時休館協力に要した経費
にかかる支援金（上限900万円）の給付費用を
交付対象経費とします。

指定管理者に指定管理施設運営協力等支援金とし
て、900万円を支給しました。

9,000,000 9,000,000
臨時休館等感染症対策の実施によ
り、利用者等の安全を確保しました。

指定管理者山武市元気づくりパート
ナーズ

R2年度
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54 がん検診受付対応環境整備事業
集団がん検診を完全予約制として密集を避け、受診
者等の感染を予防します。 

予約システムやコールセンター設置などに要す
る初期導入費用を交付対象経費とします。 

がん検診の電話予約システムを導入し、集団がん検
診における密集を予防しました。

2,354,000 2,354,000
来庁者の分散により、検診受診者等
の安全を確保しました。

検診受診者 R2年度

55 小学校感染症対策施設管理運営事業
市立小学校における感染症対策を実施し、児童等の
安全を確保します。

感染症対策の換気により使用量の増加が見込
まれる空調の電気料金の増加分を交付対象経
費とします。

小学校での換気の徹底により、電気料金が増加した3
校の電気使用料の財源としました。

970,792 970,792
適切な感染拡大予防対策の推進に
より、児童等の安全を確保しました。

市立小学校 R2年度

56 中学校感染症対策施設管理運営事業
市立中学校における感染症対策を実施し、生徒等の
安全を確保します。

感染症対策の換気により使用量の増加が見込
まれる空調の電気料金の増加分を交付対象経
費とします。

中学校での換気の徹底により、電気料金が増加した1
校の電気使用料の財源としました。

57,494 57,494
適切な感染拡大予防対策の推進に
より、生徒等の安全を確保しました。

市立中学校 R2年度

57 航空機フライト体験事業
中止となった修学旅行等に代わり、航空機搭乗体験
などの校外教室を実施し、児童の豊かな社会性と地
域への愛着を育む学習機会を確保します。

航空講話教室及び航空機搭乗体験に要する費
用を交付対象経費とします。

市内全小学校の6年生を対象に、空港関連業種の校
外学習として、航空機フライト体験事業を行いました。

9,110,374 8,789,374
中止となった修学旅行等校外学習
の機会を確保するとともに、地域へ
の愛着を育みました。

市立小学校6年生在籍者、教職員 R2年度

58
蓮沼スポーツプラザ感染症予防対策
事業

蓮沼スポーツプラザにおける感染症対策を実施し、
利用者の感染を予防します。

サーモグラフィーの購入、室内換気用網戸設置
にかかる費用を交付対象経費とします。

蓮沼スポーツプラザにおいて窓開け換気を可能とす
る網戸設置等改修工事を実施、サーモグラフィーを購
入しました。

2,143,020 2,143,020
適切な感染拡大予防対策により、利
用者等の安全を確保しました。

蓮沼スポーツプラザ R2年度

59 障害者総合支援事業費補助金
学校の臨時休業により生じた放課後等デイサービス
に係る利用者の負担増加への支援を行います。 

かかり増し負担及び代替サービス利用により生
じた費用のうち市負担分（国1/2、県1/4）を交付
対象経費とします。

放課後デイサービス支援事業にかかる費用の財源と
しました。

728,000 182,000
臨時休校等により増加した通所サー
ビス利用者の経済的負担を軽減しま
した。

放課後等デイサービス利用者 R2年度

60 文化芸術振興費補助金
山武市歴史民俗資料館における感染症対策を実施
し、来館者等の感染を予防します。

消毒液等の購入費用のうち市負担分（国1/2の
残）を交付対象経費とします。

消毒液や非接触型体温計を購入した費用のうち、市
負担分の財源としました。

122,980 63,980
資料館における感染拡大を予防し、
利用者等の安全を確保しました。

山武市歴史民俗資料館 R2年度

61 学校臨時休業対策費補助金
臨時休校中の学校給食について、給食費の返還や
キャンセル不可な食材の買い取りを行い、保護者や
事業者の負担軽減を図ります。 

給食費の変換や食材買取りに要した費用のうち
市負担分（国1/2）を交付対象経費とします。 

臨時休校等に伴い不要となった食材購入に際して
キャンセル不可による買取りが生じましたが、コロナ
交付金は充当しませんでした。

0 0 ― 給食利用者、食材提供事業者 R2年度

62 子ども・子育て支援交付金
小学校臨時休校に伴い、放課後学童クラブの開設時
間を臨時的に延長して、保護者の負担軽減を図りま
す。 

学童クラブの利用料免除による減収分のうち市
負担分（国1/3、県1/3）を交付対象経費としま
す。 

学童クラブ利用料の減免による減収分の財源としまし
た。

4,728,750 2,510,750
学童クラブを利用した保護者等の経
済的負担を軽減しました。

学童クラブ利用者 R2年度

63 学校保健特別対策事業費補助金
小中学校における感染防止対策として、マスク等の
衛生用品を購入し、児童生徒の安全を確保します。 

マスク等の購入にかかる費用のうち市負担分
（国1/2）を交付対象経費とします。 

消毒液、洗剤、手袋、体温計などを購入した費用のう
ち、市負担分の財源としました。

1,008,210 505,210
適切な感染拡大予防対策により、利
用者等の安全を確保しました。

市内小中学校 R2年度

64 リモートワーク環境整備事業
市役所におけるリモートワーク環境を整備し、出勤者
の削減による感染症対策を推進します。

リモートワーク環境整備に要する業務用端末等
購入費用を交付対象経費とします。

リモートワーク用ノートパソコンなどのWEB会議用備品
を購入しました。

4,412,100 4,412,100
分散勤務や在宅勤務により、密集を
避け、職員及び来庁者の感染拡大
を予防しました。

山武市役所 R2年度

65
新型コロナウイルス対策障害福祉
サービス事業所支援給付金事業

障害福祉サービス事業者が自主的に実施する入所
者へのＰＣＲ検査等の感染症対策を支援するため、
給付金（上限20～90万円）を支給します。

障害者福祉サービス事業所等感染症対策支援
給付金の給付にかかる費用を交付対象経費と
します。

市内11事業所に給付金を支給しました。 2,900,000 2,900,000
PCR検査等事業所での感染対策の
強化により、感染拡大を予防しまし
た。

市内障害福祉サービス事業所 R2年度

66 子育て世帯応援給付金再支給事業
感染拡大の影響を受けている子育て世帯の生活を
支援するため、児童手当を受給する世帯に給付金
（子一人につき１万円）を支給します。

給付金の給付に要する費用を交付対象経費と
します。

応援給付金として4,319人分を支給しました。 42,794,666 42,794,666
子育て世帯の経済的負担が軽減さ
れました。

児童手当受給対象者（公務員は除く）
R2年度～
R3年度

69
新型コロナウイルス対策介護事業所
支援給付金事業

介護サービス事業者が自主的に実施する入所者へ
のＰＣＲ検査等の感染症対策を支援するため、給付
金（上限20～90万円）を支給します。

介護事業所等感染症対策支援給付金の給付に
かかる費用を交付対象経費とします。

市内37事業所に給付金を支給しました。 13,900,000 13,900,000
PCR検査等事業所での感染対策の
強化により、感染拡大を予防しまし
た。

市内介護事業所 R2年度

70
新型コロナウイルス対策医療機関支
援給付金事業

緊急事態宣言の延長やワクチン接種への備えなど、
更なる負担が生じる医療機関を支援するため、給付
金を支給します。

医療機関支援給付金の給付にかかる費用を交
付対象経費とします。

さんむ医療センター及び市内41医療機関に給付金を
支給しました。

18,202,016 18,202,016
医療機関の感染対策諸経費や医療
従事者の負担軽減に寄与し、医療
体制を確保しました。

市内医療機関 R2年度

71
議場等感染症対策環境整備事業（議
会事務局事務費）

議会における感染症対策を実施し、議場等利用者の
感染を予防します。

飛沫感染防止用仕切り板等の購入費用を交付
対象経費とします。

議場や会議室用のアクリルパーテーションを購入し、
設置しました。

232,540 232,540
議会運営における感染拡大を予防
し、議員及び来庁者の安全を確保し
ました。

議場、委員会等会議室 R2年度

72
教育委員会庁舎感染症対策環境整備
事業（教育総務課事務費）

教育委員会庁舎における感染症対策を実施し、来庁
者の感染を予防します。

消毒液や飛沫防止パーテーションなどの購入費
用を交付対象経費とします。

飛沫防止パーテーション、消毒液を購入し、教育委員
会庁舎等で使用しました。

64,020 64,020
教育委員会庁舎等における感染拡
大を予防し、来庁者等の安全を確保
しました。

教育委員会庁舎 R2年度

73 通学バス運行事業（コロナ対策）
市内小学校の通学バスにおける感染症対策を実施
し、利用者の感染を予防します。

通学バス車内用の消毒液等の購入費用を交付
対象経費とします。

消毒液を購入し、通学バスで使用しました。 23,925 23,925
通学バス車内における感染を予防
し、利用者の安全を確保しました。

市内小学校通学バス R2年度

76 図書館感染症予防対策事業
市立図書館における感染症対策を強化し、利用者の
感染を予防します。

自動消毒器の購入にかかる費用を交付対象経
費とします。

自動手指消毒器を購入し、図書館に設置、使用しまし
た。

65,718 65,718
図書館における感染拡大を予防し、
利用者等の安全を確保しました。

市立図書館、利用者 R2年度

77
成東中央公民館感染症予防対策事業
（追加分）

成東中央公民館における感染症対策を実施し、利用
者の感染を予防します。

自動検温システムの購入費用を交付対象経費
とします。

サーモマネージャーを購入し、公民館で使用しまし
た。

57,200 57,200
公民館における感染拡大を予防し、
利用者の安全を確保しました。

成東中央公民館 R2年度

78
成東文化会館施設管理事業（コロナ
対策）

成東文化会館等における感染症対策を実施し、利用
者の感染を予防します。

自動検温システム、手指消毒器の購入費用を
交付対象経費とします。

サーモマネージャー、自動手指消毒器を購入し、文化
会館で使用しました。

271,040 271,040
文化会館における感染拡大を予防
し、利用者の安全を確保しました。

成東文化会館、さんぶの森文化ホール R2年度

79 松尾公民館感染症予防対策事業
松尾公民館における感染症対策を実施し、利用者の
感染を予防します。

自動検温システムの購入費用を交付対象経費
とします。

非接触式自動温度検知器を購入し、公民館で使用し
ました。

114,400 114,400
公民館における感染拡大を予防し、
利用者の安全を確保しました。

松尾公民館 R2年度

80
成東総合運動公園感染症予防対策事
業

成東総合運動公園における感染症対策を実施し、利
用者の感染を予防します。

自動検温システムや消毒液等の購入費用を交
付対象経費とします。

消毒液、サーモマネージャーを購入し、運動公園事務
所等で使用しました。

93,200 93,200
運動公園における感染拡大を予防
し、利用者の安全を確保しました。

成東総合運動公園 R2年度

81
さんぶの森中央会館感染症予防対策
事業

さんぶの森中央会館における感染症対策を実施し、
利用者の感染を予防します。

自動検温システムの購入費用を交付対象経費
とします。

サーモマネージャーを購入し、中央会館で使用しまし
た。

57,200 57,200
中央会館における感染拡大を予防
し、利用者の安全を確保しました。

さんぶの森中央会館 R2年度

合計 1,125,137,233 900,088,000
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